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第第第第１１１１部部部部((((13131313::::30303030～～～～14141414::::35353535))))

番号 形態 パート 所属 名前 作曲者 曲名

Pri. 文学部３年 川本秀美
Sec. 日本大学３年 山中美穂

2 ソロ 東京音楽大学２年 大久保沙織 ショパン エチュードOp.10-8、25-12
3 ソロ 政治経済学部１年 林田絵美 ブラームス ハンガリー舞曲第５番

Pri. 文学部２年 相澤修子
Sec. 法学部２年 吉岡大樹

5 ソロ 政治経済学部２年 重松和人 ショパン 雨だれの前奏曲
｢遮られない休息｣より 第2曲｢静かに残酷な響きで｣
ピアノ・ディスタンス

ラフマニノフ 前奏曲Op.32-12
ショパン ノクターン遺作

ヘンデル パッサカリア

第第第第２２２２部部部部((((14141414::::45454545～～～～15151515::::40404040))))

連弾 Pri. 先進理工学部３年 花崎祐
弾語 Sec.Vo. 文学部３年 松井洋平

Pf. 法学部１年 彦田和宏
Caj.
Caj.Vo.
Pf.Vo. 清泉女子大学１年 山下明日実

11 ソロ 政治経済学部１年 松浦美季 ショパン バラード第３番
12 ソロ 社会科学部３年 西山隆 シューマン ｢交響的エチュード｣より テーマ、フィナーレ

13 ソロ 政治経済学部３年 今川史央里 リスト ハンガリー狂詩曲第12番

第第第第３３３３部部部部((((15151515::::50505050～～～～16161616::::50505050))))

14 ソロ 武蔵大学１年 勝木翔太 エルガー 愛の挨拶
ラヴェル=ZUN=双月 朋夜 狂い血の戯れ
ZUN=Denko Chinese Dream ～ 上海紅茶館
YOSHIKI Say Anything
ロドリーゴ アランフェス協奏曲第２楽章

弾語 野田洋次郎 最後の歌
Pf.Vo.
Caj. 人間科学部２年 桜井静

黒うさ 千本桜
坂本龍一 aqua

メンデルスゾーン ピアノソナタ第３番第２楽章

第第第第４４４４部部部部((((17171717::::00000000～～～～18181818::::00000000))))

19 ソロ 東京音楽大学４年 森愛恵 ベートーヴェン ピアノソナタ第14番｢月光｣
20 ソロ 首都大学東京３年 田尻啓祐 シューマン＝リスト 献呈

Pri. 文学部４年 小倉侑子
Sec. 文学部２年 鈴木亮太

22 ソロ 商学部１年 宮崎直樹 メンデルスゾーン 狩の歌
23 ソロ 教育学部１年 堀川洸 ベートーヴェン ピアノソナタ第31番｢嘆きの歌｣第３楽章
24 ソロ 商学部２年 森明史 ブリューメンフェルト ２つの性格的断片

25 ソロ 国際教養学部３年 尾登郁美 ショパン バラード第１番

第第第第５５５５部部部部((((18181818::::10101010～～～～19191919::::15151515))))

26 ソロ 帝京大学１年 萩原奈津美 大村雅朗 sweet memories
浜渦正志 生誕のレクイエム
下村陽子 Missing You ～ Namine

Pri. 文学部３年 畑山雅俊 古関裕而 紺碧の空
Sec. 文化構想学部２年 佐々木かなえ ラフマニノフ ピアノ協奏曲第２番第１楽章
歌 文学部３年 松井洋平
伴奏 商学部３年 奥泉洋平

30 ソロ 日本大学１年 南雲あかね ハチャトゥリアン ｢仮面舞踏会｣より ワルツ
31 ソロ 日本女子大学２年 村木眞美 メンデルスゾーン ロンド・カプリチオーソ
32 ソロ 東京音楽大学１年 明石梨那 ショパン ピアノソナタ第２番第１楽章

33 ソロ 日本大学３年 山中美穂 ベートーヴェン ピアノソナタ第23番「熱情」第２、３楽章

第第第第６６６６部部部部((((19191919::::25252525～～～～20202020::::30303030))))

34 ソロ 政治経済学部１年 砂原早希 チャイコフスキー バレエ組曲｢眠れる森の美女｣より ワルツ
35 ソロ 法学部２年 今井圭孝 リスト 「2つの演奏会用練習曲」より 第1曲｢森のささやき｣

ラヴェル 「クープランの墓」より 第２曲｢フーガ｣
スクリャービン エチュード Op.42-5

37 ソロ 基幹理工学部２年 田村有希 ウェーバー 華麗なるポラッカ
38 ソロ 先進理工学部２年 増村大輔 ラヴェル 組曲「鏡」より第5曲 鐘の谷

ガーシュウィン ｢３つの前奏曲｣より 第１番
マスカーニ 歌劇｢カヴァレリア・ルスティカーナ｣より 交響的間奏曲
ガーシュウィン ｢３つの前奏曲｣より 第３番

40 ソロ 文化構想学部３年 蒲地さとね シューマン ピアノソナタ第２番第１、３、４楽章

人間科学部３年 矢野昭太朗

水落隆一

39 ソロ 文学部３年 加藤夢三

36 ソロ

シューベルト 魔王

バレエ組曲｢眠れる森の美女｣より バラのアダージョ

27 ソロ

21 連弾

澤木武明

基幹理工学部２年

29 歌

創造理工学部３年

28 連弾

藤間紘奈

Jupiter

チャイコフスキー＝ラフマニノフ

18 ソロ 教育学部３年

丸山悠登

ホルスト

矢野昭太朗

16 ソロ 法学部３年

人間科学部３年
17

Friends

15 ソロ 政治経済学部４年 藤田晋

10 重奏
→Pia-no-jaC←

小川実

？？？ 「チャージマン研！」メドレー

渡和久 LAST SONG

早大ピアノの会 第84回定期演奏会
12月10日(土)…13時開場 13時30分開演 20時30分終演予定　於:サロン･ド･パッサージュ　　11日(日)…15時45分開場 16時開演 20時終演予定　於:早稲田奉仕園スコットホール

4 連弾

1 連弾 久石譲＝でみほ ？？？

ソロ

ソロ

シューベルト 幻想曲ヘ短調

武満徹井川弘毅文学部２年

文学部３年

9

6

7

重奏



11111111日日日日

第第第第７７７７部部部部((((16161616::::00000000～～～～17171717::::30303030))))

41 ソロ 創造理工学部３年 加藤太郎 久石譲 帰らざる日々
菅野よう子 星間飛行
水野良樹＝本間昭光 ありがとう

ソロ 田中公平 勇者王誕生！
弾語 尾崎豊 FORGET-ME-NOT

ランゲ 花の歌
久石譲 アシタカとサン
中村由利子 Solitude
リスト ラ・カンパネラ
スカルラッティ ソナタK.135
ショパン 幻想曲
バッハ 「フーガの技法」より コントラプンクトゥスⅩ、Ⅳ（３つの主題によるフーガ）
シューベルト ｢楽興の時｣より 第６番
ショパン 木枯らし

植松伸夫 Two Hearts Not Captured

第第第第８８８８部部部部((((17171717::::40404040～～～～18181818::::50505050))))

Fl. 政治経済学部３年 楢崎春奈
伴奏 文学部３年 加藤夢三

50 ソロ 先進理工学部３年 山岸健人 バッハ 主よ人の望みの喜びよ
グリーグ 「叙情小曲集第２集」より メロディー
妹尾武 天気雨

52 ソロ 文学部３年 畑山雅俊 斉藤和義 ずっと好きだった
53 ソロ 基幹理工学部３年 平松泰樹 植松伸夫 ｢Final FantasyⅦ｣より エアリスのテーマ、片翼の天使

Revo 死せる英雄達の戦い-Ηρωμαχια-
ブラームス ｢６つの小品｣より 第３曲｢バラード｣

55 ソロ 教育学部３年 尾崎麻子 ショパン 幻想ポロネーズ

第第第第９９９９部部部部((((19191919::::00000000～～～～20202020::::00000000))))

ビル・エヴァンス ワルツ・フォー・デビイ
アーヴィング・ゴードン アンフォゲッタブル
ガーシュウィン パリのアメリカ人
ブラームス ｢６つの小品｣より 第５曲｢ロマンス｣
シューマン 「ウィーンの謝肉祭の道化」より フィナーレ

｢18の小品｣より 第４曲｢性格的な舞曲｣、第15曲｢少しショパン風に｣
｢四季｣より ２月｢謝肉祭｣
ドゥムカ -ロシアの農村風景-

ドリーブ バレエ音楽｢コッペリア｣より ギャロップ･フィナーレ

59 ソロ 社会科学部３年 山田南 ムソルグスキー ｢展覧会の絵｣より プロムナード、バーバ・ヤーガの小屋、キエフの大門

先進理工学部３年

47 ソロ 文学部３年

商学部３年 奥泉洋平

57

58 ソロ

ソロ

42 ソロ 文学部３年

チャイコフスキー

川本秀美

松井洋平

花崎祐

渡辺英理教育学部３年

文学部３部

伊藤寛泰

平山雅之

56 ソロ 文学部３年 銘苅実土

54 ソロ 先進理工学部３年

51 ソロ 法学部３年

プーランク フルートソナタ

井上開吏

藤原由美子

阿部奈緒美文化構想学部３年

43 文化構想学部３年

44 ソロ 法学部３年

重奏

ソロ48

45 ソロ

49

46 ソロ

茶薗隆斗


